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＜ビジター・ゲスト＞ 

第 2570地区第３グループ ガバナー補佐 

飯能ロータリークラブ 木川 一男 様 

飯能ロータリークラブ 前島 博之 様 

飯能ロータリークラブ 伊澤 健司 様 

 

＜会長の時間＞ 関谷永久会長 

1905 年 37 歳のポー

ル・ハリスはシカゴで仲

間の建物の事務所にて

初めての会合を持ちま

した。本人を含めて四人

と私も認識しています

が、ハリスの５人兄弟の

末っ子で 18 歳下の弟レギナルド・ハリス

が居合わせたとも言われています。 

シカゴクラブは親睦と物質的互恵取引

を目的に始め、会員は信用できる取引で必

ず儲かるシステムに増強は容易にできま

した。むしろ１業種１人でしかも例会には

会員内取引を書面で提出するシステムで

したから入会が厳しかったみたいです。四

人で始めた会合はハリスが会長になった 2

年後には140人を超える規模になっていた

そうです。一見順調にクラブ運営している

様ですが、この様な閉鎖的な互恵取引は長

続きするはずがありません。そんなある日

ドナルド・カーターによるクラブの社会へ

の貢献の必要性を問われるとクラブの方

針に変化が起こりました。社会奉仕を取り

入れて実現したのは後のシカゴ市内に公

衆トイレを設置したのが始まりでした。 

 

1908年に入会したアーサー・フレデリッ 

ク・シェルドンは彼の持論であるサービス

学をハリスと共にロータリー理念として

毎例会繰り返し説いていたので、多数を占

める互恵親睦派とに溝があり、この白熱し 

た議論を和らげるためにハリー・ラグルス

が始めたのが『唱歌』で、これが例会前の

歌の始まりです。 

クラブ内の親睦派と奉仕派の対立は根

強く 1910 年にはハリス、シェルドンはシ

カゴクラブを辞して、チェスレー・ペリー

が 16 クラブの連合体として結成した全米

ＲＣ連合会に迎え入れられ、ハリスは初代

会長となり、後のＲＩの前身となりました。 

同年８月に第一回年次大会がシガゴで開

催されてシェルドンや他の仲間達ととも

に物質的相互扶助から脱却して職業倫理

を重んずる最初の公式文書としてロータ

リーの綱領として採択されました。 

 

 

＜幹事報告＞ 宮崎正文幹事 
〈報告・予定事項等〉 

① 本日 11 時より第 3 グルーブ木川ガバナ

ー補佐に、年度計画書等書類点検を受

け、指摘事項無しで無事終了 

② ･8/3(木)ガバナー公式訪問（武蔵クラブ） 

10時 30分集合 

･服装:クラブブレザー・ネクタイの着用 

･3年未満会員ガバナーとの懇談会参加 

･第 3回クラブ協議会は RLI方式 

③ 本日 8月定例理事会を例会終了後実施 

④ 8月のロータリーレート 111円/＄ 

 

第 4号 ２980回例会 ２０１7年  7月 27日（木） 

 

2017-18年度 RＩテーマ 

ロータリー： 

変化をもたらす 
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■■■ 講師卓話 ■■■ 
第 2570地区第３グループ 

ガバナー補佐 木川 一男 様 

 
私は昭和 21 年日

高市高麗小学校卒

業、その後旧制飯能

中学校を経て男女

共学の第 1期となる

飯能高等学校を卒

業、昭和 32 年中央

大学第一経済学部

を卒業。現在、埼玉県飯能市において、靖

和会グループの会長を務めております。 

三人の息子と長女の四人の子供たちは

医師となり、長女の夫、そして長男と三男

の妻も医師、二男の妻は薬剤師と、全て医

療に携わっており、私はそのまとめ役とし

て今も精力的に飛び回っております。 

公職では、平成 18 年 6 月より 11 年間

「はんのう市民環境会議」の会長に就任。

また、平成 16年 12月より現在まで 13年

間、飯能市久須美の「飯能グリーンカント

リークラブ」の理事長職に就任。加えて、

母校中央大学においては、中央大学商議委

員を 3 期 12 年務めております。また、中

央大学 OB 会である、飯能日高白門会会長

を平成 4 年 8 月より平成 28 年 6 月まで務

め、現在は名誉会長となっております。 

飯能ロータリークラプにおいては、平成

2年 1月に入会、平成 21年 7月第 46代会

長を務め、創立 45 周年の際には、記念大

会を担当。地区へは平成 15年から 20年ま

での 6年間、ロータリー財団部朋補助金委

員会に所属、うち4年間は副委員長を務め、

平成 22年 GSE委員、平成 24年 RLIを受講

しました。趣味はゴルフと柔道です。 

この度、ガバナー補佐の大役をお受けす

る事となり、振り返り自分の人生は何だっ

たんだろうか？と思う時があります。抽象

的な言い方ですが、私なりに答えは人生は

人と人との出会いであると思うようにな

りました。人間の一生で出会った人の思想、

思いで決まる場合があると同時に、人と人

が出会うことでお互いに感化されその後

の人生や信条が変わる場合がありますが、

それは単なる出会いではなく縁であると

思うようになりました。私もこれまでの人

生を振り返ると、こうした縁で導いてくれ

た人が 5,6人居ます。その中の一人、大学

の先輩の新井清平さんからロータリーヘ

の入会を勧められ、平成 2年 1月に入会し

ました。入会に際し、まじめに出席し時に

思わぬ事故があっても他クラブに出席し

メーキャップをするように云われ、出席は

義務であると言われました。しかし 28 年

の長い間、中だるみの時期もありましたが

どうにか今日までロータリアンでいられ

た事、出席もさる事ながら皆様の友情に支

えられたと思っています。 

RI の会長のイアン H.S.ライズリーさん

は「ロータリーに変化をもたらす」をテー

マに掲げられました。そして 2570 地区の

ガバナー細井さんは「RI戦略計画をみんな

で一緒に実行しよう」をテーマに 19 条を

発表されました。ガバナー補佐の私の立場

はガバナーの方針を各クラブに徹底させ

るのがその役割ですので 19 項目、よく理

解の程お願い致します。 

ガバナーは地区の役職で RI の役員として

各クラブ公式訪間しますが補佐はクラブ

訪間として位置づけられています。 

或る雑誌に日本ロータリー会員ピーク

時から 33%減ったと書かれていました。ロ

ータリーは今世界に123万人の会員がいま

すが、会員が減少しています。例えば、ポ

ールハリスが創ったシカゴロータリーク

ラブ会員が半分に減っていると言われて

ます。先進国では会員が減少、発展途上国

や後進国では増えているとのことです。例

えばこの 2570 地区、ピークは平成 6 年か

ら平成 8年田中一郎パストガバナー、金子

千侍パストガバナー時代、会員数は二期共

同数の 2838人、2017 年 3月現在 1655人、

単純計算で 1183 人の減少、驚く数字を感

じます。或る会合で、会員の伴侶を入会さ

せたら倍になるよねと冗談を言った人が

いましたが、前期の前嶋パストガバナーも

会員増強を在任中の第一項目あげ、50数名

の純増とのことでした。勿論減少もあるわ

けです。今期 RIの会長の言葉で、50名以

下のクラブは純増 1名、50名以上は純増 2

名との事、又女性会員の純増として会員 50
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名以下のクラブは少なくとも 1名を、会員

51 名以上のクラブは少なくとも 2 名の純

増を目標とさせて頂きたいとの事です。大

分前に RI の会長をされていたビチャイ・

ラタクルさんの言葉に「ロータリーの基本

に返ろう」「会員はその職種を代表する人、

それが今、非常に薄れてきておるのではな

いか？職業の分類の重視が大切だ」と申さ

れたとの事です。又、歴代の RI の会長の

中には「ロータリーは慈善団体ではありま

せん。発展途上国の 援助が目的の団体で

もありません。金集め、人集めが目的の団

体でもありません。ロータリーの本質には、

素晴らしい魅力がある。それを確かめ、再

発見して欲しい」と申されたとの事です。

そしてロータリーとは何か、何千人のロー

タリアンに聞けば、何千通りの答が返って

くるだろう。しかしもしロータリーが、よ

り寛容で、より他の人の良さを認め、より

他の人と親しく交わり、助け合うようにし

てくれるなら、そして、人生の美しさと喜

びを発散し伝えるようにしてくれるなら、

それが我々が求めるロータリーのすべて

である。それ以上ロータリーに何を求める

であろうか。 

ロータリーは 112 年以上の歴史の中で

100 年間の間、一業種一人で通して来まし

た。ごく最近ー業種 5人まで良い、あるい

は会員数の 10%まで良いと云う事になった。

そうすると一業種一人の原則はどこかに

消えてしまいます。勿論クラブは自主性を

持っていますから一業種一人、せめて二人

か三人とかに留めておくべきではないか

と思いますと申しています。地方の一会員

がとやかく申すことではありませんが、或

るロータリーの雑誌の中でも、もう少し各

クラブが自主性を持たなきゃだめだ。RIが

右に旗を振ったら右へ向うと云う傾向が

現在強くなり過ぎている。ですからクラブ

の自主性、ロータリーとは何ぞやと云うの

を踏まえた自主性、それが大切だと書かれ

ていました。そしてロータリーの心と原点

を、大切にしなければロータリーは衰退す

るとの事でした。まさに今、ロータリーは

崖っぷちに立たされている。それに近づき

つつあるとのことでした。世間ではライオ

ンズクラブとどこが違うのだ。ライオンズ

クラブは まさに慈善事業を目的として結

成された団体です。ロータリー112 年の歴

史の中で前半の 60 年外部活動はほとんど

ありませんでした。ただし、外部活動を強

く望んだ人たちがいましたが受け入れら

れなかった。それでロータリーを脱退し、

ライオンズクラブを創りました。ライオン

ズクラブはまさに奉仕活動を中心に据え

た団体です。ロータリーはアイ・サーブ、

ライオンズクラブはウィ・サーブと違い

ます。ですから実質外部活動はロータリー

はここ 60 年していなかったと云っても良

いとのことです。それが 1960 年代から変

わり、1962年インターアクトができ、その

延長でロータアクトが始まり、青少年交換

が始まり、1985年にはポリオ根絶計画が始

まった次第です。日本ではこの頃から米山

記念奨学会が非常に大きくなったとの事

です。私はロータリーは素晴らしい魅力あ

る団体だと思っています。各界のそうそう

たる方々がロータリーに入っておられ、と

くに戦前のロータリーにはまさにビジネ

ス界のそうそうたる方がロータリーに入

っておられます。その人達が何に魅力を感

じロータリーの会員になられたか、それは

ヴォケーショナルサービス職業奉仕との

事でした。勿論友情あり民主的な運営もあ

ります。しかしロータリーは異業種交流で

す。異業種の人たちが集まって話を聞き、

自己研鑽、自己発展して行く、その中で時

には立派な人とも知り合いになれる。 

7 月 18 日に亡くなられた東京銀座新ロ

ータリークラブの日野原重明先生は105歳

でしたが、ご存知の通りロータリアンです。

亡くなられた日のNHKの報道の中でお悔や

みを申し上げた池袋ロータリークラブの

宝田明さん、京都の瀬戸内寂聴さんも徳島

南ロータリークラブの名誉会員です。 

最後に現在理事長職を引き受けており

ます飯能グリーンが民事再生により見事

に立ち直ったお話をさせていただきます。 

私はこの貴重な経験を活かし、気を引き

締めて経営努力を続けてゆく所存です。ご

清聴ありがとうございました。 

 

※ 「私のゴルフ場再生 秘話」 

を拝聴いたしました。 
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●委員長報告 
＜親睦活動委員会＞ 木下登委員長 

本日例会後、親睦活動委員会の家庭集会

を行いますので、残ってください。内容は

近々の例会についての最終確認です。宜し

くお願い致します。 

 

＜ロータリー美術館＞ 水村雅啓館長 

来週のガバナー訪問時にロータリー美

術館を開催いたします。貴重なお宝ばかり

でなく、自分たちが書かれた作品もよろし

くお願い致します。 

 

＜健康管理委員会＞ 山根宏夫委員 

滝沢文夫会員は先週、無事に膝の前後十

字靱帯断裂に対する形成手術を無事に終

え、現在リハビリ中です。お見舞いは午後 

2時から 5時くらいにお願いします。 

本日は 10 分前に早退し、入間市健康福

祉センターにて骨粗しょう症の最新の治

療と予防について、1 時間半講演いたしま

す。100 名くらいの市民の皆さんが予約し

て下さっています。 

 

＜米山記念奨学委員会＞ 一柳達朗委員長 

先週の例会で普通寄付と特別寄付の件

で、お話をいたしましたが、間違っており

ました。普通寄付 1年間 6,000円と報告い

たしましたが、4,000 円です。今年度は特

別寄付の方で皆さんから多くのご寄付ご

協力よろしくお願い致します。 

 

 

＜出席報告＞ 金井祐一委員長

事前欠席連絡 6名 

 

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

43名 27名 65.8％ 75.00% 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 田中快枝ＳＡＡ 

ガバナー補佐 木川一男様～宜しくお

願い致します。 

 

齋藤金作君、関谷永久君、宮崎正文君、

田中快枝君、山根宏夫君、水村雅啓君、

岩崎茂君、山岸義弘君、吉永章子君、

粕谷康彦君、齋藤栄作君、豊田義継君、

馬路宏樹君～木川ガバナー補佐、飯能

ロータリークラブの皆様、本日は入間

クラブへご来訪いただき心から歓迎い

たします。大役ご苦労様ですが、存分

なご活躍ご祈念致します。 

 

岩崎茂君～一柳会員に次週例会の当番

を代わっていただきありがとう。 

 

豊田義継君～旧軽井沢ゴルフクラブ 

グランドシニア選手権チャンピオンに

なりました。 

 

山根宏夫君～早退します。 
 

本日\30,000 累計\113,000 
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